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お客さまとのお取引構成
■預金の状況

■貸出金の状況

□山形県内向け貸出金の状況

□中小企業等向け貸出金の状況

14.53%
1,588億円

85.47%
9,347億円

県外 県内

県内預金残高

県外預金残高

28.58%
2,413億円

71.43%
6,031億円

県外 県内

県内貸出金残高

県外貸出金残高

その他

13.80%
1,164億円

中小企業等

86.21%
7,280億円

県外 県内

中小企業等向け
ご融資残高

うち県内貸出金残高
5,411億円
うち県外貸出金残高
1,868億円

その他

地域の皆さまと共に
K i r a y a k a  B a n k

地域に根ざす金融機関として、「山形をもっと輝かせ
たい」をスローガンに、「山形応援シリーズ」をコンセプト
とした預金商品を発売するなど、お客さまにとって魅力
のある商品のご提供に努めております。
総預金残高10,93 6億円のうち、山形県内のお客さま
からお預かりしているご預金の残高は9,3 47億円で、そ
の割合は85.47％と高い比率となっております。

地域のお客さまからお預かりした大切なご預金は、地
域の発展のために運用させて頂いております。
「山形応援シリーズ」をコンセプトとした商品の発売や
ローンキャンペーンの実施など、主に山形県内の企業や
個人のお客さまの資金需要に積極的にお応えしてまいり
ました結果、総ご融資残高8,4 4 4億円のうち、山形県内
向けのご融資残高は6,031億円で、その割合は71.4 3％
となっております。

地域経済を支える中小企業の皆さまの資金ニーズに
お応えするため、円滑な資金の供給に向け積極的かつ
迅速に対応しております。
中小企業等向けご融資残高は7,2 8 0億円で、総ご融
資残高に占める割合は86.21％となっております。また、
山形県内の中小企業等向けご融資残高は5,411億円で、
山形県内向けご融資残高の89.72％と、高い比率となっ
ております。

※金額は単位未満を切り捨てて表示しております。
※比率は小数点第３位を四捨五入して表示しております。
※預金には譲渡性預金を含みません。 （平成20年9月末現在）
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地域の皆さまへの利便性提供
■コンサルティングステーション（ＣＳ）

平日の夕方や土日にも営業し、資産運用や各種個人ローンの業務に精通したス
ペシャリストがお客さまのご相談にお応えします。
また、コンサルティングステーションでは、お客さまのニーズに合わせた各種セミ

ナーを定期的に開催し、情報の提供を行っております。

■ローンステーション

個人ローンの業務に精通したスペシャリストが、住宅ローンを中心とした各種
ローンのご相談にお応えします。
「山形ローンステーション」は土日も営業、また、「泉ローンステーション」「名取
ローンステーション」は土日に加え祝日も営業しております。どうぞお気軽にご来
店ください。

■平日窓口延長・土日営業店舗

天童東支店は、平日の夕方・土日も営業しております。平日のお仕事帰りや休日に、お気軽にご来店ください。

（平成20年12月末現在）

（平成20年12月末現在）

（平成21年1月17日現在）

（注）平日15：00以降および土日は、窓口での口座開設、預金の入出金、通帳繰越や預金証書の書替等の業務は行っておりません。
翌営業日扱いのお預りや他店への取次ぎ、ローン・預り資産等の相談業務が中心となります。

所在支店名名称 電話番号 営業時間

桜町コンサルティングステーション
山形南コンサルティングステーション
上山コンサルティングステーション
天童コンサルティングステーション
米沢コンサルティングステーション
新庄コンサルティングステーション
鶴岡コンサルティングステーション
酒田コンサルティングステーション
仙台コンサルティングステーション
新潟コンサルティングステーション

泉ローンステーション
名取ローンステーション
山形ローンステーション

天童東支店

桜町支店内（資産運用のご相談）

山形市小立

旧上山中央支店

天童東支店内

米沢西支店内（ローンのご相談）

旧新庄北支店内（資産運用のご相談）

新斎町支店内

東大町支店内

仙台長町支店内

新発田西支店内

仙台市営地下鉄南北線泉中央駅ビル2階

名取市関下土地区画整理地内 11B1･5・6L　ナザレ・モリヤ1階

旧江俣支店

ヨークベニマルららパーク天童店内

023-631-4171

023-634-9351

023-672-1132

023-654-2555

0238-23-4777

0233-29-3350

0235-24-4114

0234-22-6023

022-304-2006

0254-22-6000

022-371-8075

022-381-1825

023-681-8314

023-654-2555

  9:00～15:00

10:00～18:00

火水木15:00～17:00（原則予約制）

土日10:00～18:00

 9:00～17:00

火水木 9:00～15:00

 9:00～17:00

 9:00～17:00

 9:00～17:00

 9:00～17:00

土日 10:00～19:00（12/31～1/3は休業日となります）

土日   9:00～16:30（12/31～1/3は休業日となります）

10:00～19:00 土日10:00～17:00

土日10:00～18:00

所在地名称 電話番号 営業時間

所在地名称 電話番号 営業時間
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地域社会の活性化へ貢献
■「学官金」連携による上山市観光・地域振興事業

上山市、山形大学人文学部と連携し、自治体が持つ
地域情報・調整力、大学の持つ知的ノウハウ・学生力、
地方銀行が持つ経済情報・民間力を有機的に結合さ
せた観光・地域振興事業を実施しております。
上山市、山形大学、当行がそれぞれの分野で保有
する上山市のデータを収集し「地域データベース」を構
築、内容をホームページ上で一般公開するほか、収集
されたデータを基に『①シンポジウムの開催、②イベン
トの開催、③探訪ガイドブックの製作、④地域本の発
刊』などを行ってまいります。

■南陽市商工会との「赤湯温泉・泊食分離事業」に係る

　業務委託契約締結

南陽市赤湯温泉の地域活性化を目的とした「泊食分
離事業」実施にあたり、当行が一部業務をサポートす
る業務委託契約を締結いたしました。
宿泊（ホテル・旅館）と食事を分離し、赤湯温泉を訪
れた観光客が食事を取るために外に出ることにより街
が賑わい、地域の活性化に繋がることを目的とするも
ので、当行は、他地域における泊食分離の調査や、飲
食店及びホテル・旅館に対するマナー研修の実施、本
件事業に参加する飲食店及びホテル・旅館に対する調
査及び報告などのサポート業務を行ってまいります。

山形をもっと輝かせたい 「山形応援シリーズ」
ご預金
■第４弾  「美しい山形・最上川定期」

きらやか銀行は、世界遺産登録を目指している最上
川の環境及び文化的景観保護を推進・支援しております。
「美しい山形・最上川定期」の平成20年9月3 0日
現在の取扱実績は1,4 8 6件、約50億円となり、平成
20年10月2 8日、社会貢献基金を通じ、最上川の環
境及び文化的景観保護支援を目的とした事業へ50
万円（残高の0.01％）を寄付いたしました。

■第９弾  ダブル懸賞付定期預金「モンテサポーター」

きらやか銀行は、協賛企業として、「ふるさと山形」
で頑張るモンテディオ山形を応援しています。
『みんながモンテディオ山形のサポーター』をコン
セプトに、ＡＴＭで預入期間1年もの定期預金を新規
にお預け入れいただくと、サポーター金利年0.12％を
上乗せします。更に、抽選で1万円とモンテタオルマフ
ラーが当たるダブル懸賞付き。ＡＴＭ専用商品ですの
で、平日銀行窓口へお越しいただけないお客さまにも
お気軽にご利用いただけます。　

■第１０弾　年齢スライド型定期預金「達者が何より」

「達者が何より」は、年齢が高くなるほど高い金利が
期待できる、様々な経験を積み重ね輝いている方のた
めの“長生き応援”定期預金です。
平成20年11月17日より取り扱いを開始いたしまし
たところ、お客さまから大変ご好評をいただき、募集金
額が限度額の50億円に達したことから、平成20年12
月3日をもちまして取り扱いを終了させていただきまし
た。

■第１１弾  女性専用懸賞付定期預金「ジョセフィーヌ」

「ジョセフィーヌ」は、女性のキレイを応援する、女性
専用の懸賞付定期預金です。
お預け入れいただいた方にはもれなく、３年間にわ
たり素敵なクリスマスプレゼント（①コスメコース ②ス
イーツコース ③日本の味コース から１コースを選択）
を差し上げます。 さらに抽選
で「上山温泉名月荘のムーンラ
イトコンサートチケット」または
「10,0 0 0円分のJCBギフト券」を
プレゼントいたします。
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■第１２弾 アクティブシニア応援定期預金「フォーク世代」

「フォーク世代」は、団塊の世代を中心とした「アク
ティブシニア」の方々専用の商品です。
5年もの定期預金に年0.4％
の金利を上乗せし、今後の豊か
なセカンドライフ実現のための
お手伝いをいたします。
また、 先着3,0 0 0名さまに、
なつかしのフォークソングＣＤを
プレゼントいたします。

■第１６弾  「パイオニアレッドウィングス応援定期預金」

きらやか銀行は、山形県で頑張るスポーツ団体を応
援しています。
「パイオニアレッドウィングス応援定期預金」は、パイ
オニアレッドウィングスの勝敗によりプレミアム金利を上
乗せする定期預金です。ファンクラブ会員証のご提示で
更に年0.1％を上乗せ。最大で年
0.3％の金利上乗せが期待でき
ます。平成21年3月末日現在の
当該定期預金残高の0.01％相当
額（上限100万円）をチーム強化
資金としてパイオニアレッドウィン
グスに寄贈する予定です。

■第１７弾 モンテディオ山形J1昇格おめでとう定期預金

　　　　   「モンテ Go for J1」

モンテディオ山形のＪ１昇格を祝うとともに来シーズ
ンの更なる飛躍を期待して、定期預金の金利を上乗せ
します。上乗せ金利は、2年もので年0.2％、3年もので
年0.2 5％、4年もので年0.3％、
5年もので年0.3 5％です。ファン
クラブ会員証のご提示で更に年
0.1％を上乗せします。
きらやか銀行は、これからも
モンテディオ山形を応援していき
ます。

山形をもっと輝かせたい 「山形応援シリーズ」
ご融資
■第６弾  「業績応援ローン」

きらやか銀行は、法人・個人事業主のお客さまの業
績向上を応援するため、「業績応援ローン」の取り扱い
をしております。
ご融資後、決算期毎に財務内容の判定を行い、3
項目の条件の何れかに該当した場合、1項目につき年
0.1％、最大で年0.3％を当初金利より引き下げいたし
ます（金利の引き下げは各項目とも1回限り）。

■第７弾  きらやか農業応援ローン「あぐり」

きらやか銀行は、地元山形の農業を応援するため、
農業を営まれる法人・個人事業主のお客さま専用の
ローン商品「あぐり」の取り扱いをしております。
①認定農業者、②エコファーマー認証、③特別栽培
農産物認証、④有機JAS認証、⑤山形セレクション の
認証を取得されている方は、当行所定の利率から1項
目につき年0.2％（最大で年1.0％）金利を優遇いたしま
す。

■第１３弾  「雇用維持支援資金」 ・ 

　第１４弾  「雇用促進支援資金」

きらやか銀行は、雇用の確保および増加に取り組ま
れている法人・個人事業主のお客さまに必要な資金を
供給することにより、地域経済の活性化を側面から支
援してまいります。
「雇用維持支援資金」は最大で年1.0％、「雇用促進
支援資金」は最大で年1.5％を当行所定の融資利率か
ら優遇いたします。
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■第１５弾  環境配慮型企業向け金利優遇貸出商品

　　　　   「環境配慮型企業応援資金」

きらやか銀行は、環境問題（環境負荷軽減）に前向
きに取り組む企業を応援するため、当行所定の融資利
率から最大で年1.5％を優遇する「環境配慮型企業応
援資金」の取り扱いをしております。
環境保全に積極的な法人・個人事業主のお客さまに
必要な資金を供給することにより環境への取り組みを
促進し、結果として温暖化ガス対策を含む環境問題の
改善に貢献してまいります。

山形の魅力を全国に発信 「山形ＰＲシリーズ」
■第１弾  定期預金「あがらっしゃい」

お預け入れいただいた方全員
に山形県内各市町村の特産物
を年1回、合計2回プレゼントい
たします。更に、年0.0 5％の金
利を上乗せ。山形県外のきらや
か銀行窓口で取り扱いしており
ます。

■第２弾  定期預金「ござっしゃい」

お預け入れいただいた方に抽
選で、山形県の有名温泉旅館ペ
ア宿泊券をプレゼントいたしま
す。更に、年0.15％の金利を上
乗せ。山形県外のきらやか銀行
窓口で取り扱いしております。

頑張る家族をサポート
■きらやか “ガンバレ家族” 応援キャンペーン

きらやか銀行では、平成21年4月30日まで、“家族
応援キャンペーン”を実施中です。
「きらやかマイカーローン」と「きらやか教育ローン」
が、金利年2.70％（変動金利）で
ご利用いただけます。さらに、①
「子育てパスポート」をご提示の
方、②当行住宅ローンをご利用
中の方、③きらやかカード（UC、
JCB）会員の方は、更に年0.2％
優遇いたします。

各商品の詳細につきましては、
お近くのきらやか銀行窓口へお問合せください。




